
*出力条件
*会計年度 ： H31
*出力帳票選択 ： 財務書類
*団体区分 ： 全体
*団体／会計コード ：
*出力範囲 ： 年次
*出力金額単位 ： 百万円

（単位：百万円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 2,684,450 ※ 固定負債 1,891,863 ※

有形固定資産 2,122,691 ※ 地方債等 1,539,462
事業用資産 470,311 ※ 長期未払金 13,035

土地 186,177 退職手当引当金 172,762
立木竹 10,628 損失補償等引当金 4,457
建物 593,365 その他 162,148
建物減価償却累計額 △ 345,273 流動負債 204,882
工作物 38,203 1年内償還予定地方債等 173,438
工作物減価償却累計額 △ 23,508 未払金 7,147
船舶 6,102 未払費用 219
船舶減価償却累計額 △ 4,133 前受金 4,870
浮標等 55 前受収益 0
浮標等減価償却累計額 △ 40 賞与等引当金 15,979
航空機 0 預り金 3,201
航空機減価償却累計額 0 その他 28
その他 0 2,096,745
その他減価償却累計額 0 【純資産の部】
建設仮勘定 8,737 固定資産等形成分 2,730,097

インフラ資産 1,589,133 ※ 余剰分（不足分） △ 1,950,689
土地 342,031
建物 94,763
建物減価償却累計額 △ 43,734
工作物 1,859,222
工作物減価償却累計額 △ 883,732
その他 0
その他減価償却累計額 0
建設仮勘定 220,582

物品 124,357
物品減価償却累計額 △ 61,110

無形固定資産 59,481
ソフトウェア 2,315
その他 57,166

投資その他の資産 502,277
投資及び出資金 71,815

有価証券 12,378
出資金 59,425
その他 12

投資損失引当金 △ 10,909
長期延滞債権 3,383
長期貸付金 121,041
基金 311,751

減債基金 129,884
その他 181,867

その他 8,522
徴収不能引当金 △ 3,326

流動資産 191,703 ※

現金預金 132,308
未収金 3,859
短期貸付金 4,842
基金 40,805

財政調整基金 21,058
減債基金 19,747

棚卸資産 8,662
その他 1,380
徴収不能引当金 △ 152

繰延資産 - 779,407 ※

2,876,153 2,876,153 ※

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

全体貸借対照表
（令和２年３月３１日現在）

科目 金額 科目 金額

負債合計

純資産合計
資産合計 負債及び純資産合計



*出力条件
*会計年度 ： H31
*出力帳票選択 ： 財務書類
*団体区分 ： 全体
*団体／会計コード ：
*出力範囲 ： 年次
*出力金額単位 ： 百万円

（単位：百万円）

経常費用 922,382
業務費用 372,540

人件費 215,312
職員給与費 178,128
賞与等引当金繰入額 15,940
退職手当引当金繰入額 17,537
その他 3,707

物件費等 138,581
物件費 62,902
維持補修費 12,411
減価償却費 62,935
その他 333

その他の業務費用 18,647
支払利息 8,761
徴収不能引当金繰入額 1,688
その他 8,198

移転費用 549,841 ※

補助金等 535,878
社会保障給付 13,837
他会計への繰出金 0
その他 127

経常収益 49,402
使用料及び手数料 35,011
その他 14,391

純経常行政コスト 872,979 ※

臨時損失 70,743 ※

災害復旧事業費 62,641
資産除売却損 6,569
投資損失引当金繰入額 1,378
損失補償等引当金繰入額 △ 562
その他 716

臨時利益 11,623
資産売却益 477
その他 11,146

純行政コスト 932,099

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

全体行政コスト計算書
自　平成３１年４月１日

至　令和２年３月３１日

科目 金額



*出力条件
*会計年度 ： H31
*出力帳票選択 ： 財務書類
*団体区分 ： 全体
*団体／会計コード ：
*出力範囲 ： 年次
*出力金額単位 ： 百万円

（単位：百万円）

前年度末純資産残高 742,738 2,576,178 △ 1,833,440

純行政コスト（△） △ 932,099 △ 932,099

財源 969,098 ※ 969,098 ※

税収等 625,311 625,311

国県等補助金 343,786 343,786

本年度差額 36,998 ※ 36,998 ※

固定資産等の変動（内部変動） 156,793 △ 156,793

有形固定資産等の増加 229,943 △ 229,943

有形固定資産等の減少 △ 72,241 72,241

貸付金・基金等の増加 174,634 △ 174,634

貸付金・基金等の減少 △ 175,543 175,543

資産評価差額 △ 1,811 △ 1,811

無償所管換等 1,482 1,482

その他 0 △ 2,545 2,545

本年度純資産変動額 36,669 153,919 △ 117,249 ※

本年度末純資産残高 779,407 2,730,097 △ 1,950,689

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

全体純資産変動計算書
自　平成３１年４月１日

至　令和２年３月３１日

科目 合計 固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）



*出力条件
*会計年度 ： H31
*出力帳票選択 ： 財務書類
*団体区分 ： 全体
*団体／会計コード ：
*出力範囲 ： 年次
*出力金額単位 ： 百万円

（単位：百万円）

【業務活動収支】
業務支出 906,093 ※

業務費用支出 368,113 ※

人件費支出 215,976
物件費等支出 72,102
支払利息支出 8,707
その他の支出 71,327

移転費用支出 537,980
補助金等支出 521,817
社会保障給付支出 13,843
他会計への繰出支出 0
その他の支出 2,320

業務収入 950,963
税収等収入 686,738
国県等補助金収入 216,227
使用料及び手数料収入 34,885
その他の収入 13,113

臨時支出 65,972
災害復旧事業費支出 62,637
その他の支出 3,335

臨時収入 66,546
業務活動収支 45,444
【投資活動収支】

投資活動支出 256,555 ※

公共施設等整備費支出 86,523
基金積立金支出 94,775
投資及び出資金支出 2,247
貸付金支出 73,010
その他の支出 1

投資活動収入 230,912 ※

国県等補助金収入 54,705
基金取崩収入 93,485
貸付金元金回収収入 78,754
資産売却収入 1,527
その他の収入 2,440

投資活動収支 △ 25,643
【財務活動収支】

財務活動支出 198,357
地方債償還支出 197,266
その他の支出 1,091

財務活動収入 184,581 ※

地方債発行収入 184,462
その他の収入 120

財務活動収支 △ 13,776
6,025

123,083
129,108

前年度末歳計外現金残高 2,946
本年度歳計外現金増減額 254
本年度末歳計外現金残高 3,200
本年度末現金預金残高 132,308

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

前年度末資金残高
本年度末資金残高

全体資金収支計算書
自　平成３１年４月１日
至　令和２年３月３１日

科目 金額

本年度資金収支額


